
事業番号
公1

会費収入および受託事業の収入を財源として、以下の事業を行った。　
１）行政等が設置する各種諮問委員会等への委員の派遣
　・北海道地域リハビリテーション協議会委員　1名
　・北海道総合在宅ケア事業団理事　1名
　・平成26年度住宅改善指導チーム委員　14名
　・平成26年度高齢者等住宅改善支援システム推進連絡協議会委員　2名
　・札幌市地域リハビリテーション推進協議会委員　1名
　・高次脳機能障がい者診断リハビリテーション等研修事業検討委員　1名
　・2015北海道マラソン　組織委員会　大会委員　1名
　・2015北海道マラソン　実行委員会　実行委員　1名
　・いきいき福祉・健康フェア2015　アドバイザー　1名

２）講師の派遣
　・大谷地パークアベニュー団地いきいきサロン「りらの会」セミナー
　　（平成26年7月23日：大谷地パークアベニュー団地　1名）
　・札幌刑務所社会復帰支援プログラム（平成26年11月4日～28日：札幌刑務所　2名）
　・介護老人福祉施設新川エバーライフ　施設職員研修（平成26年11月20日：新川エバーライフ　1名）
　・総合健康推進財団　職員スキルアップ研修
　　（平成26年12月19日・平成27年1月23日：特別養護老人ホーム誠志苑　1名）

３）健康増進事業
　・高齢者運動機能向上事業
　・市民公開講座の開催
　　理学療法セミナー  
 　　（平成26年7月13日：手稲渓仁会病院　5名）
 　　（平成26年7月13日：アッシュアトリウム　9名）
 　　（平成26年9月20日：北見市民会館　4名）
　・理学療法週間事業（支部との連携・支援・広報物品の調整）（平成26年4月～6月　1名）
　・第26回日刊スポーツ豊平川マラソン（平成26年5月5日：真駒内セキスイハイムスタジアム　5名）
　・もいわ山ヒルクライムラン531　　 （平成26年5月11日：北海道藻岩山観光自動車道　3名）
　・第37回北海道を歩こう　　　　　　（平成26年5月25日：札幌市立真駒内中学校　4名）
　・スポーツカーニバル　　　　　　　（平成26年6月15日：旭川市花咲体育館　5名）
　・旭川市健康まつり　　　　　　　　（平成26年6月21日：大雪アリーナ　8名）
　・2014はまなす全国車いすハーフマラソン大会

　　　　　　　   （平成26年6月22日：真駒内セキスイハイムスタジアム　3名）
　・ミニ福祉機器展　　　　　　　　　（平成26年6月28日：北海道中央労災病院せき損センター　2名）
　・北海道医療技術者団体連絡協議会パネル展出展（平成26年6月30日：札幌駅前通地下歩行空間　4名）
　・6時間リレーマラソンin　札幌ドーム（平成26年7月6日：札幌ドーム　3名）
　・伊達市健康祭りブース出展　　　　 （平成26年7月13日：伊達歴史の森カルチャーセンター　8名）
　・介護予防推進キャンペーン　　　　 （平成26年7月13日：イオンモール苫小牧　12名）
　・介護予防推進キャンペーン（てんとう虫ソフトによる運動指導）

　　　　　　　  　（平成26年7月13日：ちとせモール　3名）
　・香りゃんせフェスティバル　　　　 （平成26年7月20日：北見市香りゃんせ公園　15名）
　・音更町福祉まつり　　　　　　　　 （平成26年7月27日：音更町総合福祉センター　3名）
　・理学療法週間「高校生対象の施設（理学療法）見学

　　　　　　　　  （平成26年7月29日～8月15日：各病院・施設　29名）
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　・高校生ふれあい理学療法体験　　　（平成26年8月4日～8日：支部所属施設　30名）
　・理学療法週間　高校生理学療法体験（平成26年8月7日：北星病院　5名）
　・理学療法週間　高校生理学療法体験（平成26年8月28日～29日：恵み野病院　7名）
　・2014北海道マラソン救護班（平成26年8月31日：大通り公園8丁目ゴールテント　63名）
　・後志いきいき健康まつり　　　　　（平成26年9月6日：ウィングベイ小樽　10名）
　・千歳市健康祭り　　　　　　　　　（平成26年9月6日：千歳市民文化センター　7名）
　・北広島市健康祭り　　　　　　　　（平成26年9月7日：北広島市総合体育館　4名）
　・第4回SWEET GIRL RUN　　　　　　 （平成26年9月15日：旭川市北彩都　12名）
　・札幌市清田区健康＆介護予防フェア（平成26年9月17日：清田区保健センター　6名）
　・第6回旭川ハーフマラソン大会　　 （平成26年9月28日：花咲スポーツ公園　17名）
　・第29回いわみざわ健康祭り　　　　（平成26年9月29日：イベントホール赤レンガ　4名）
　・第30回滝川市民健康祭り　　　　　（平成26年10月5日：ホテルスエヒロ　3名）
　・第39回札幌マラソン　　　　　　　（平成26年10月5日：札幌　9名）
　・北見市健康まつり　　　　　　　　（平成26年10月5日：北見市民会館　6名）
　・札幌ノースライオンズクラブ杯　北海道すこやかマラソン（平成26年10月11日：札幌　1名）
　・道民向けセミナー　　　　　　　　（平成26年10月17日：アクセスサッポロ　5名）
　・いきいき福祉健康フェア2014　　　（平成26年10月17日～19日：アクセスサッポロ　17名）
　・くしろ健康まつり　　　　　　　　（平成26年10月19日：釧路市観光国際交流センター　7名）
　・ふれあい広場くりやま　　　　　　（平成26年11月9日：Eki　2名）
　・厚岸町こう福祉21　　　　　　　　（平成26年11月9日：厚岸町社会福祉センター　2名）
　・くしろ糖尿病デー（くしろ糖尿病サポーター研修）（平成26年11月15日：釧路市生涯学習　3名）
　・理学療法週間「啓蒙広報活動」　　（平成26年1月～3月：北海道教育大学岩見沢校　8名）
　・北空知ベースボールフェスティバル（平成26年1月16日：妹背牛町農業者トレーニングセンター　3名）
　・南空知ベースボールフェスティバル（平成26年1月17日：三笠ドーム 3名 ）
　・第34回札幌国際スキーマラソン大会（平成26年2月2日：札幌ドーム　12名）
　・道民向けセミナー(介護予防)　　　（平成26年2月19日：札幌エルプラザ　5名）
　・バーサーロペット旭川大会参加者サポート

　　　　（平成26年3月14日:富沢会場　11名　3月15日:おぴった　15名）
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会費収入を財源として、以下の事業を行った。　
１）学術大会・研修大会等の開催
　・第23回全道学術研修大会        （平成26年 4月26～27日：恵庭市民会館　会員523名　非会員139名）
　・第65回北海道理学療法士学術大会（平成26年10月26～27日：帯広市民文化ホール　会員735名　非会員17名)
　・PT・OT・ST合同平成26年度冬季研修会（平成27年 1月31日：札幌医療リハビリ専門学校　会員72名 )

２）治療技術に関する事業
・研修会、講習会　61回実施　2,927名参加
　・第174回技術講習会　 　　　　（平成26年 6月8日　　 　　 ：NTT東日本札幌病院　32名）
　・第175回技術講習会　 　　　　（平成26年 8月30日～31日   ：北海道医療大学・北海道科学大学　40名）
　・第176回技術講習会　 　　　　（平成26年 10月 4日～5日　 ：札幌秀友会病院　41名）
　・第177回技術講習会　 　　　　（平成26年11月29日～3日 　 ：北海道リハビリテーション大学校　34名）
　・第178回技術講習会　 　　　　（平成27年1月24日 　　　　 ：北海道リハビリテーション大学校　34名）
　・第179回技術講習会　 　　　　（平成27年2月15日　　　　　：北海道リハビリテーション大学校　31名）
　・第180回技術講習会　 　　　　（平成27年 2月28日　　　 　：札幌医学技術福祉歯科専門学校　36名）
　・第11回スポーツ支援育成講習会（平成26年 4月20日　 　　　：札幌市西区民センター　22名）
　・第12回スポーツ支援育成講習会（平成26年6月15日　　　 　 ：札幌医学技術福祉歯科専門学校　19名）
　・第13回スポーツ支援育成講習会（平成26年10月19日　　　　 ：北海道科学大学保健医療学部　56名）
　・介護予防推進リーダー導入研修会（平成26年 8月 3日　　 　：札幌市南区民センター　56名）
　・第2回介護予防推進リーダー導入研修会　（平成26年9月20日 ：札幌市生涯学習センターちえりあ　55名）
　・理学療法士講習会(応用編)　　（平成26年7月26日～27日　　：北海道医療大　31名）
　・理学療法士講習会(応用編)　　（平成26年9月20日～21日　　：札幌医科大学保健医療学部　43名）
　・理学療法士講習会(応用編)　　（平成26年10月18日～19日　 ：北海道リハビリテーション大学校　42名）
　・理学療法士講習会（基本編・理論）　（平成26年8月10日　  ：北海道文教大学　124名）
　・理学療法士講習会（基本編・理論）　（平成26年9月28日　　：北海道文教大学　130名）
　・理学療法士講習会（基本編・理論）　（平成26年12月14日　 ：北海道大学医学部臨床大講堂　104名）
　・理学療法士講習会（基本編・理論）　（平成27年1月25日　　：札幌リハビリテーション専門学校　39名）
　・スーパーバイザー研修会　　　　　　（平成26年7月27日　　：市立札幌病院　43名）
　・コーチング研修会1ベーシック編　 　（平成26年7月12日 　 ：札幌医学技術福祉歯科専門学校　31名）
　・コーチング研修2スキルアップ編　　 （平成26年10月18日   ：札幌医療リハビリ専門学校　14名）
　・地域包括ケア推進リーダー導入研修会（旭川会場）　（平成26年7月5日：北都保健福祉専門学校　95名）
　・地域包括ケア推進リーダー導入研修会（札幌会場）　（平成26年7月20日：札幌医科大学　131名）
　・通所関連施設従事者研修会　 　　　　（平成26年8月9日　  ：札幌医学技術福祉歯科専門学校　39名）
　・地域包括ケアシステムについて学ぼう（職場管理研修会）　

（平成26年9月13日：札幌医学技術福祉歯科専門学校　50名）
　・道南支部平成26年度第1回研修会　 　　 （平成26年7月12日　：市立函館病院　71名）
　・道南支部平成26年度第2回研修会　 　　 （平成26年9月6日　 ：市立函館病院　87名）
　・道南支部平成26年度第3回研修会　 　 　（平成26年9月20日  ：市立函館病院　75名）
　・道南支部平成26年度第4回研修会　  　　（平成26年11月15日 ：市立函館病院　87名）
　・道南支部平成26年度第5回研修会　  　　（平成26年12月6日  ：市立函館病院　32名）
　・日胆支部平成26年度第1回研修会　 　　

（平成26年7月19日：伊達市長和地区コミニュテーセンターふれあい館　32名）
　・日胆支部平成26年度第2回研修会　 　　 

（平成26年9月27日：伊達市長和地区コミニュテーセンター　みらい館　59名）
　・日胆支部平成26年度第3回研修会　 　 　（平成26年10月18日 ：苫小牧市労働福祉センター　43名）
　・日胆支部平成26年度第4回研修会　 　 　（平成27年1月24日　：市立室蘭総合病院　40名）
　・日胆支部平成26年度第5回研修会　 　　 （平成27年3月14日  ：日鋼記念病院　46名）
　・札幌支部平成26年度第1回講習会　  　　（平成26年8月9日　 ：KKR札幌医療センター　50名）
　・第1回札幌理学療法学術大会　 　　　 　（平成27年2月21日  ：札幌リハビリテーション専門学校　119名）
　・石狩支部平成26年度第1回講習会　  　　（平成26年10月18日 ：えにわ病院　35名）
　・後志支部平成26年度第1回講習会　 　 　（平成26年6月29日  ：小樽協会病院　79名）
　・後志支部平成26年度第2回講習会　　　　（平成26年7月12日  ：東小樽病院　31名）
　・後志支部平成26年度第3回講習会　　　　（平成26年9月27日  ：小樽協会病院　17名）
　・後志支部平成26年度第4回講習会　 　 　（平成26年10月18日 ：小樽協会病院　20名）
　・空知支部平成26年度第1回研修会　 　 　（平成26年6月28日  ：北海道中央労災病院せき損センター　48名）
　・空知支部平成26年度第2回研修会　 　 　

（平成26年9月20日～21日：北海道中央労災病院せき損センター　33名）
　・空知支部平成26年度第3回研修会　 　 　（平成27年3月14日  ：砂川市立病院　16名）

事　業　内　容
理学療法における調査研究ならびに学術および科学的技術の振興に資する事業
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　・道北支部スポーツ支援活動研修会　 　　（平成26年6月21日  ：旭川厚生病院講堂　33名）
　・道北支部地域キャラバンIN稚内　 　　　（平成26年8月2日   ：稚内禎心会病院　26名）
　・道北支部平成26年度第1回講習会　 　　 （平成26年11月1日  ：旭川厚生病院　48名）
　・道北支部平成26年度第2回講習会　 　 　（平成27年1月17日  ：旭川厚生病院　93名）
　・十勝支部平成26年度第1回研修会　 　　 （平成26年11月14日 ：十勝リハビリテーションセンター　74名）
　・十勝支部平成26年度第2回研修会　 　　 （平成27年2月19日  ：十勝リハビリテーションセンター　27名）
　・釧根支部運動器講習会　 　　　　　　　（平成26年8月2日   ：市立釧路総合病院　30名）
　・釧根支部動作分析研修会　 　　　　　　（平成27年2月22日  ：釧路北病院　30名）
　・道東支部平成26年度第1回研修会　　　　（平成26年6月14日  ：北見赤十字病院　34名）
　・道東支部平成26年度第2回研修会　　　　（平成26年8月2日   ：北星脳神経・心血管内科病院　49名）
　・道東支部平成26年度第3回研修会　　　　（平成26年10月4日  ：小林病院　45名）
　・道東支部平成26年度第4回研修会　　　　（平成26年2月14日  ：北見赤十字病院　46名）

３）症例検討会等に関する事業
　・全道の支部で、28事業実施　1,038名参加
　　・道南支部第1回 症例検討会（平成26年7月16日 ：函館新都市病院　43名）
　　・道南支部第2回 症例検討会（平成26年10月9日 ：西堀病院　35名）
　　・道南支部第3回 症例検討会（平成26年12月11日：函館新都市病院　21名）
　　・道南支部第4回 症例検討会（平成27年2月19日 ：函館新都市病院　43名）
　　・日胆支部第1回 症例検討会（平成26年8月27日 ：JCHO登別病院　44名）
　　・日胆支部第2回 症例検討会（平成26年9月12日 ：苫小牧市市民活動センター　35名）
　　・日胆支部第3回 症例検討会（平成27年1月30日 ：苫小牧市市民活動センター　29名）
　　・日胆支部第4回 症例検討会（平成27年2月12日 ：聖ヶ丘病院　43名）
　　・石狩支部第1回 症例検討会（平成26年6月27日 ：えにわ病院　50名）
　　・石狩支部第2回 症例検討会（平成26年9月19日 ：友愛記念病院　40名）
　　・石狩支部第3回 症例検討会（平成26年12月9日 ：北星病院　34名）
　　・後志支部第1回 症例検討会（平成26年8月1日  ：済生会小樽病院　27名）
　　・後志支部第2回 症例検討会（平成26年12月19日：小樽協会病院　33名）
　　・後志支部第3回 症例検討会（平成27年2月13日 ：小樽協会病院　37名）
　　・空知支部第1回 症例検討会（平成26年7月4日  ：北海道中央労災病院　18名）
　　・空知支部第2回 症例検討会（平成27年2月27日 ：海道中央労災病院せき損センター　21名）
　　・道北支部第1回 症例検討会（平成26年6月14日 ：旭川勤労者福祉会館　32名）
　　・道北支部第2回 症例検討会（平成26年10月1日 ：旭川赤十字病院　72名）
　　・道北支部第3回 症例検討会（平成27年2月17日 ：豊岡中央病院　49名）
　　・十勝支部第1回 症例検討会（平成26年6月16日 ：北斗病院　51名）
　　・十勝支部第2回 症例検討会（平成26年7月14日 ：北斗病院　51名）
　　・十勝支部第3回 症例検討会（平成26年8月18日 ：協立病院　42名）
　　・十勝支部第4回 症例検討会（平成26年9月8日  ：帯広協会病院　29名）
　　・釧根支部第1回 症例検討会（平成26年9月6日  ：釧路赤十字病院　11名）
　　・釧根支部第2回 症例検討会（平成27年3月7日  ：星が浦病院　13名）
　　・道東支部第1回 症例検討会（平成26年5月17日 ：オホーツク海病院　60名）
　　・道東支部第2回 症例検討会（平成26年11月8日 ：遠軽厚生病院　44名）
　　・道東支部第3回 症例検討会（平成27年3月14日 ：オホーツク海病院　31名）

４）学術誌、機関誌発行に関する事業
　・機関誌「Northner」
    No187（4月）No188（6月）No189（8月）No190（10月）No191（12月）No192（2月）発行
　　発行月刊部数1,721部（うち医療機関等へ632部配布）

　・学術誌「北海道理学療法」編集作業（平成26年7月発刊）

事　業　内　容
理学療法における調査研究ならびに学術および科学的技術の振興に資する事業

平成26年度　事業報告



事業番号
収1

１）第64回北海道理学療法士学術大会（平成26年10月25～26日：帯広市民文化ホールー）時に、
　　展示を通して来場者に最新機器の動向を把握してもらう機会を提供するための
　　機器展示スペース貸与事業を実施した。
　　
    出展企業数：10件

事　業　内　容
士会公益活動の支援に関する事業

平成26年度　事業報告



事業番号
他1

１）新人教育プログラム研修関連事業
　・新人教育プログラム必須初期研修会

（平成26年 6月14日～15日　：北海道大学クラーク会館 455名）
　・新人教育プログラム選択研修会1   

（平成26年 10月11日～10月12日：札幌医科技術福祉歯科専門学校 286名）
　・新人教育プログラム選択研修会2   

（平成26年12月6：札幌医学技術福祉歯科専門学校 192名）
　・道南支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成26年 8月23日：函館中央病院 75名）
　・日胆支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成27年2月21日 ：苫小牧市市民活動センター　22名）
　・札幌支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成27年2月21日 ：札幌リハビリテーション専門学校　49名）
　・空知支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成26年 5月26日：北海道中央労災病院せき損センター 12名）
　・空知支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-2

（平成27年1月22日 ：北海道中央労災病院せき損センター　12名）
　・道北支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成26年7月16日 ：旭川市民活動交流ｾﾝﾀｰ　36名）
　・道北支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-2

（平成27年2月18日 ：旭川市民活動交流ｾﾝﾀｰ　19名）
　・釧根支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成27年3月7日  ：星が浦病院　21名）
　・道東支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-1

（平成26年11月8日 ：遠軽厚生病院　23名）
　・道東支部平成26年度新人教育プログラム選択研修会3-2

（平成27年3月14日 ：オホーツク海病院　11名）

２）会員等福利厚生事業
  ・ゴルフコンペ　　（平成26年8月3日　札幌テイネゴルフ倶楽部　17名）
　・ソフトボール大会（平成26年9月14日　千歳市臨空公園ソフトボール場　121名）

３）会員相互情報共有事業
　・道南支部平成26年度第1回職能部研修会（平成26年7月19日  ：市立函館病院　39名）
　・道北支部平成26年度職能部研修（平成26年12月13日 ：旭川赤十字病院　17名）
　・ホームページの情報更新作業
　・診療報酬および介護報酬調査結果報告
　・会員情報管理
　・メルマガ発信

４）会員表彰事業
　・第33回日本理学療法士協会賞（小神　博　 会員）
　・平成26年度学術奨励賞　　　（金子　諒介 会員）

事　業　内　容
理学療法士の人格・倫理のさらなる向上と相互福祉に関する事業

平成26年度　事業報告




